JSEPTIC ＆ CCPAT COVID-19 共同情報提供サイト

バナー広告掲載のご案内

特定非営利活動法人 日本集中治療教育研究会
理事長 林 淑郎
一般社団法人 集中治療医療安全協議会
代表理事 安宅 一晃

ご 挨 拶
謹啓 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、本会の事業活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
我が国における集中治療医学の普及および集中治療専門医の教育を目的に、2008 年に NPO 法人 日本集
中治療教育研究会（JSEPTIC）が発足されました。2015 年に JSEPTIC の中での若手の教育・育成を目的と
して、米国集中治療医学会(SCCM ：Society of Critical Care Medicine)の教育プログラムである
Fundamental Critical Care Support (FCCS コース)、Pediatric Fundamental Critical Care Support
(PFCCS コース)、Fundamental Disaster Management (FDM コース)の運営を主たる目的として一般社団法
人 集中治療医療安全協議会（CCPAT）が設立されました。
JSEPTIC では、JSEPTIC セミナーの開催、メディカルサイエンスインターナショナル社から発行して
いる機関誌「INTENSIVIST」の編集、 集中治療に関連する多職種の臨床研究（臨床研究委員会）や教
育・啓発の場の提供（CE 部会：臨床工学技士、薬剤師部会、看護師部会、リハビリテーション部会）
、
メーリングリストやホームページを通じての情報発信を行っております。
CCPAT においては過去、FCCS、PFCCS、FDM コースは併せて 250 回程度開催しており、約 10,000 名の
受講生がコースを修了しています。その他、関連して人工呼吸器、救急超音波診療に関する教育セミナ
ーも開催しております。
しかしながら新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大の影響により、JSEPTIC の各種セミナーおよ
び CCPAT の FCCS コースなどは 7 月までの全ての開催予定が中止となっております。
COVID-19 のパンデミックが広がるにつれて、日本国内の病院施設でも重症患者数が増加しております。
救急医、ICU 専従医ほか関連医療スタッフは治療および感染拡大の一日も早い収束を願い、昼夜を問わず
取り組んでおります。しかしながら、現状としては重症患者のケアに ICU 以外の臨床医や医療スタッフの
協力が不可欠となりつつあります。
そのような医療従事者をサポートするため、この度、JSEPTIC と CCPAT が協同で、COVID-19 共同情報提
供サイト（http://ccpat.net/sccm-covid-19-resources-jp）を立ち上げました。
コ ン テ ン ツ は 、 SCCM の 特 設 専 用 サ イ ト 「 COVID-19 Resources for Non-ICU Clinician 」
（https://covid19.sccm.org/nonicu.htm）で提供している非 ICU 医および ICU 常勤でない医療スタッフ
向けの集中治療領域のオンライン教育を、独自契約に基づいて日本語翻訳を行い、無償提供するもので
す。翻訳監修には JSEPTIC 及び CCPAT の医師を中心としたメンバーに多大なる尽力をいただいておりま
す。また、COVID-19 に関する国内各施設のプロトコルをはじめ各種資料を掲載しているほか、COVID-19
の集中治療管理における現場での疑問や Tips などを募集し Q&A 方式でまとめていく予定です。
諸費、ご多端の折、恐縮に存じますが事情ご賢察の上、本サイトの趣旨にご賛同賜り、運営維持のため
に是非ともご支援を賜わりたくお願いを申し上げます。
末筆ながら各位のますますのご発展をお祈り申し上げます。
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JSEPTIC ＆ CCPAT COVID-19 共同情報提供サイト
【翻訳協力者一覧（敬称略 50 音順）
】
岩永 航、岡本 洋史、片岡 惇、川上 大裕、櫻谷 正明、瀬尾 龍太郎、則末 泰博、増山 智
之、安田 英人、山本 良平（以上、JSEPTIC）
青木 善孝、安宅 一晃、池田 武史、石井 賢造、石川 順一、石川 淳哉、伊藤 香、植田 育
也、梅井 菜央、江川 裕子、奥村 将年、神薗 淳司、菊地 斉、木村 翔、古川 力丸、後藤
保、小松 孝行、佐藤 武揚、佐藤 浩之、杉村 洋子、助永 親彦、玉城 正弘、内藤 貴基、
中川 富美子、野村 智久、林 実、福島 亮介、藤本 佳久、藤原 紳祐、別府 賢、松島 暁、
宮部 浩道、村上 大道、盛實 篤史、八幡 えり佳、若林 美帆（以上、CCPAT）
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ホームページ・バナー広告募集要項
■媒体名：
JSEPTIC & CCPAT COVID-19 共同情報提供サイト

URL:http://ccpat.net/sccm-covid-19-resources-jp/
■バナー広告の表示位置／枠数：
トップページほか関連ページの下部／20 枠（バナー広告の掲載場所は原則、先着順とさせていただきま
す）
■制作費用：約 2,000,000 円（消費税別）
■バナー広告収入： 1,000,000 円（消費税別）
■バナー広告掲載料（税別）
：50,000 円（6 ヶ月単位）
■掲載期間：原稿入稿から 6 ヶ月（原稿到着次第、順次掲載します）
■バナー広告の規格・仕様：
1)静止画、1MB 以下の容量
2)ファイル形式は jpg（jpeg）
、png、gif、アニメーション gif の 4 点いずれか
3)画像ファイルの大きさ 横：234×縦：60pixel
※バナーイメージは広告主様にてご用意・ご支給ください。
事務局にて制作を代行することも可能です。
別途ご相談ください。
■リンク先：ご指定のウェブサイトのページにリンクさせていただきます。
■申し込み方法：
広告掲載申込書（別紙）に必要事項をご記入のうえ、下記事務局宛にメールにてお送りください。
なお、広告表現、訴求内容等によっては掲載をお断りする場合がありますので、予めご了承ください。
■広告費の振込先：
NPO 法人 日本集中治療教育研究会事務局、一般社団法人 集中治療医療安全協議会事務局
銀行名：三菱 UFJ 銀行 本郷支店（店番 351） 普通口座
口座番号：4615667
口座名：株式会社コンパス
■お支払い方法：申込書受領後、請求書をご送付いたしますので、指定口座にお振り込みください。

≪本件に関するお問い合わせ先≫
一般社団法人 集中治療医療安全協議会事務局
担当：原田 幸寿
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 3 番 11 号
NCK ビル 5F 株式会社コンパス内
TEL：03-5840-6131 FAX：03-5840-6130
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JSEPTIC & CCPAT COVID-19 共同情報提供サイト構成イメージ
JSEPTIC、CCPAT の各ホームページにあるトップバナーより当該サイトにリンクします。
CCPAT トップページ

JSEPTIC トップページ

JSEPTIC & CCPAT COVID-19
共同情報提供サイト
J

URL:http://ccpat.net/sccm-covid-19-resources-jp/

広告バナー配置イメージ（各ページ下部）
広告バナー

広告バナー

広告バナー

広告バナー

広告バナー

広告バナー

広告バナー

広告バナー

広告バナー

広告バナー

名
バ
ー
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一般社団法人 集中治療医療安全協議会事務局宛にメールでお送り願います。

E-mail：office@ccpat.net

JSEPTIC & CCPAT COVID-19 共同情報提供サイト
バナー広告掲載申込書
年

会社名
〒
所在地

ご担当者

氏 名
所 属
TEL:

FAX:

E-mail：

申込内容

静止画 ／ ファイル形式（

）

リンク先 URL：

金 額

円（税別）
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